
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
長崎県 住宅地 -1.2 -1.0 -1.2 -1.0 -0.7
長崎県 宅地見込地 -1.3 -0.5 -0.7 -0.3 0.2
長崎県 商業地 -0.4 0.0 -0.9 -0.8 -0.4
長崎県 準工業地
長崎県 工業地 -1.0 -0.5 -0.7 -0.3 0.2
長崎県 市街化調整区域内宅地
長崎県 林地 -2.1 -1.8 -1.6 -1.9 -1.6
長崎市 住宅地 -0.1 0.3 -0.3 -0.2 0.0
長崎市 宅地見込地 -2.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
長崎市 商業地 4.1 4.8 1.6 1.5 1.9
長崎市 準工業地
長崎市 工業地 -1.8 -1.4 -1.4 -0.9 -0.8
長崎市 市街化調整区域内宅地
長崎市 林地
佐世保市 住宅地 -0.9 -0.7 -0.8 -0.4 0.1
佐世保市 宅地見込地 -1.2 -1.2 -1.3 -0.6 0.6
佐世保市 商業地 -0.9 -0.7 -0.9 -0.6 0.1
佐世保市 準工業地
佐世保市 工業地 -1.1 -0.6 -0.6 -0.3 0.3
佐世保市 市街化調整区域内宅地
佐世保市 林地
島原市 住宅地 -2.0 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0
島原市 宅地見込地
島原市 商業地 -1.4 -1.2 -1.5 -1.6 -1.4
島原市 準工業地
島原市 工業地
島原市 市街化調整区域内宅地
島原市 林地
諫早市 住宅地 -0.9 -0.7 -0.9 -0.5 -0.3
諫早市 宅地見込地 -1.4 -1.4 -1.4 0.0 0.7
諫早市 商業地 -1.0 -0.7 -0.9 -0.6 -0.2
諫早市 準工業地
諫早市 工業地 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.8
諫早市 市街化調整区域内宅地
諫早市 林地
大村市 住宅地 0.3 0.5 0.1 0.6 1.0
大村市 宅地見込地 0.8 1.2 0.6 0.6 1.2
大村市 商業地 0.6 0.9 0.4 0.9 1.2
大村市 準工業地
大村市 工業地 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5
大村市 市街化調整区域内宅地
大村市 林地
平戸市 住宅地 -2.0 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4
平戸市 宅地見込地
平戸市 商業地 -1.7 -1.5 -1.6 -1.5 -1.3



平戸市 準工業地
平戸市 工業地
平戸市 市街化調整区域内宅地
平戸市 林地
松浦市 住宅地 -2.4 -2.1 -2.2 -2.1 -1.6
松浦市 宅地見込地
松浦市 商業地 -2.7 -2.6 -2.5 -2.6 -2.1
松浦市 準工業地
松浦市 工業地
松浦市 市街化調整区域内宅地
松浦市 林地
対馬市 住宅地 -1.4 -1.2 -1.3 -1.3 -1.1
対馬市 宅地見込地
対馬市 商業地 -1.4 -0.9 -1.8 -1.7 -1.5
対馬市 準工業地
対馬市 工業地
対馬市 市街化調整区域内宅地
対馬市 林地
壱岐市 住宅地 -2.4 -2.3 -2.3 -2.0 -1.8
壱岐市 宅地見込地
壱岐市 商業地 -4.2 -3.8 -4.9 -4.5 -3.5
壱岐市 準工業地
壱岐市 工業地
壱岐市 市街化調整区域内宅地
壱岐市 林地
五島市 住宅地 -3.4 -3.4 -3.7 -3.4 -3.0
五島市 宅地見込地
五島市 商業地 -3.9 -3.7 -4.0 -3.9 -3.8
五島市 準工業地
五島市 工業地
五島市 市街化調整区域内宅地
五島市 林地
西海市 住宅地 -2.7 -2.3 -2.3 -1.9 -1.6
西海市 宅地見込地
西海市 商業地 -1.4 -1.2 -1.4 -1.4 -1.3
西海市 準工業地
西海市 工業地
西海市 市街化調整区域内宅地
西海市 林地
雲仙市 住宅地 -1.2 -1.0 -1.1 -1.0 -0.8
雲仙市 宅地見込地
雲仙市 商業地 -1.7 -1.5 -1.7 -1.8 -1.8
雲仙市 準工業地
雲仙市 工業地
雲仙市 市街化調整区域内宅地
雲仙市 林地



南島原市 住宅地 -2.0 -1.9 -2.0 -1.9 -1.9
南島原市 宅地見込地
南島原市 商業地 -3.0 -2.7 -2.8 -2.8 -2.9
南島原市 準工業地
南島原市 工業地
南島原市 市街化調整区域内宅地
南島原市 林地
西彼杵郡長与町 住宅地 0.8 1.0 0.1 0.5 1.2
西彼杵郡長与町 宅地見込地
西彼杵郡長与町 商業地 0.2 0.6 0.0 0.7 1.6
西彼杵郡長与町 準工業地
西彼杵郡長与町 工業地
西彼杵郡長与町 市街化調整区域内宅地
西彼杵郡長与町 林地
西彼杵郡時津町 住宅地 0.7 1.3 0.2 0.5 1.0
西彼杵郡時津町 宅地見込地 -2.4 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
西彼杵郡時津町 商業地 0.8 1.5 0.4 0.9 1.8
西彼杵郡時津町 準工業地
西彼杵郡時津町 工業地
西彼杵郡時津町 市街化調整区域内宅地
西彼杵郡時津町 林地
東彼杵郡東彼杵町 住宅地 -2.0 -1.4 -1.4 -1.4 -0.9
東彼杵郡東彼杵町 宅地見込地
東彼杵郡東彼杵町 商業地 -2.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
東彼杵郡東彼杵町 準工業地
東彼杵郡東彼杵町 工業地
東彼杵郡東彼杵町 市街化調整区域内宅地
東彼杵郡東彼杵町 林地
東彼杵郡川棚町 住宅地 -1.1 -0.9 -0.7 -0.4 -0.4
東彼杵郡川棚町 宅地見込地
東彼杵郡川棚町 商業地 -0.7 -0.3 0.0 0.7 0.7
東彼杵郡川棚町 準工業地
東彼杵郡川棚町 工業地
東彼杵郡川棚町 市街化調整区域内宅地
東彼杵郡川棚町 林地
東彼杵郡波佐見町 住宅地 -1.0 -0.4 -0.4 0.0 -0.1
東彼杵郡波佐見町 宅地見込地
東彼杵郡波佐見町 商業地 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 0.0
東彼杵郡波佐見町 準工業地
東彼杵郡波佐見町 工業地
東彼杵郡波佐見町 市街化調整区域内宅地
東彼杵郡波佐見町 林地
北松浦郡小値賀町 住宅地 -2.0 -2.0 -2.0 -1.9 -1.6
北松浦郡小値賀町 宅地見込地
北松浦郡小値賀町 商業地 -5.6 -5.9 -5.7 -5.3 -4.2
北松浦郡小値賀町 準工業地



北松浦郡小値賀町 工業地
北松浦郡小値賀町 市街化調整区域内宅地
北松浦郡小値賀町 林地
北松浦郡佐々町 住宅地 0.4 0.4 0.4 0.9 1.3
北松浦郡佐々町 宅地見込地
北松浦郡佐々町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5
北松浦郡佐々町 準工業地
北松浦郡佐々町 工業地
北松浦郡佐々町 市街化調整区域内宅地
北松浦郡佐々町 林地
南松浦郡新上五島町 住宅地 -3.2 -3.2 -3.1 -2.9 -2.9
南松浦郡新上五島町 宅地見込地
南松浦郡新上五島町 商業地 -4.8 -4.7 -4.4 -4.5 -4.1
南松浦郡新上五島町 準工業地
南松浦郡新上五島町 工業地
南松浦郡新上五島町 市街化調整区域内宅地
南松浦郡新上五島町 林地
（林） 住宅地
（林） 宅地見込地
（林） 商業地
（林） 準工業地
（林） 工業地
（林） 市街化調整区域内宅地
（林） 林地 -2.1 -1.8 -1.6 -1.9 -1.6


